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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年１２月２５日（第４日） 

開会  ９時２０分 

閉会 １１時０８分 

 

１．出席議員（１１名） 

 １番  村 島 茂 男   ９番  西 澤 正 治 

 ２番  中 西 佳 子  １０番  東  正 幸 

 ３番  齋 藤 光 弘  １１番  池 元 法 子 

 ５番  蒲 生 行 正  １３番  對 中 芳 喜 

 ６番  冨 田  幸  １４番  杉 浦 和 人 

 ７番  髙 橋  渉     

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

 ８番  小 林  宏 （欠席）    

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１７名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教育長職務代理者 
教 育 次 長 

 岡  常 夫  総 務 政 策 主 監  沢 田 友 男 

 総 務 課 長  池 内 俊 宏  企 画 振 興 課 長  古 道  清 

 税 務 課 長  増 田 昌一郎  住 民 課 長  高 橋 正 一 

 福 祉 課 長  壁 田  文  介 護 支 援 課 長  夏 原 英 男 

 農 林 課 長  高 岡 良 三  商 工 観 光 課 長  森 口 雄 司 

 建 設 計 画 課 長  岸 村 義 文  上 下 水 道 課 長  中 井 宣 夫 

 生 涯 学 習 課 長  福 永  豊  学 校 教 育 課 長  望 主 昭 久 

 会 計 管 理 者  川 東 昭 男     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  西 河  均  総 務 課 主 査  山 添 史 郎 
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５．議事日程 

日程第 １ 発言の取り消しについて 

 〃  ２ 議第８０号から議第９７号まで（八日市布引ライフ組合規約の変

更についてほか１７件）および請願第１５号から請願第１７号ま

で（福祉医療費助成事業に関する請願書ほか２件）について 

〔委員長報告・質疑・討論・採決〕 

 〃  ３ 決議案第４号 小中学生の医療費の無料化拡充を早期に求める決

議について 

 〃  ４ 決議案第５号 米価落下等に関する意見書決議について 

 〃  ５ 議員派遣について 

 〃  ６ 委員会の閉会中の継続調査について 
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会議の概要 

－開会 ９時２０分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員ご起立をお願いいたしま

す。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷・配付のとおりであります。 

 日程第１ 発言の取り消しについてを議題といたします。 

 10番、東 正幸君から、会議規則第61条の規定により、発言の一部取り消しにつ

いて申し出がありましたので、発言を許可いたします。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） おはようございます。それでは、12月16日の私の一般質問の

最後の部分の発言につきまして一部を取り消したく、議長の許可を得ましたので、

ここで申し上げたいと思います。 

 取り消す理由につきまして述べますと、議会報告会での意見となったことであり

ます。この文言は会議終了後に数名で会話されたことであり、不正確であったこと

をおわびし、取り消しを行うものであります。 

 なお、文面構成上、その一節を取り消すものであります。取り消す一節を読み上

げますと、「                               

                   」と、この部分の取り消しを行うもので

す。 

議長（杉浦和人君） ただいま、10番、東 正幸君からの申し出は、12月16日の本

会議での一般質問における発言の一部取り消しをしたい旨の申し出であります。 

 お諮りいたします。10番、東 正幸君の申し出について、申し出部分の発言の取

り消しを許可することにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 10番、東 正幸君の申し出については、申し出部分の発言の取り消しを許可する

ことに決しました。 

 日程第２ 議第80号から議第97号まで（八日市布引ライフ組合規約の変更につい

てほか17件）および請願第15号から請願第17号まで（福祉医療費助成事業に関する

請願書ほか２件）についてを一括議題とし、各委員長から審査結果の報告を求めま
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す。 

 総務常任委員会副委員長 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 皆さん、おはようございます。それでは、委員長のかわりに、

私、副委員長が総務常任委員会の委員長報告を行わせていただきます。 

 去る12月18日午前９時より、委員会室において総務常任委員会を開催、出席者は

委員７名と、執行側より藤澤町長をはじめ担当課職員の出席のもと、町長、議長の

挨拶を受け、本会議からの付託案件について審議に入りました。 

 議第83号、財産の取得についてから質疑に入りました。 

 委員より、更新時期は何年毎なのか。答弁として、基本は５年ごとです。今回は

丸５年が経過し、６年目の更新です。 

 委員より、全国的なものなのか。答弁として、国のＩＣＴ推進やＩＴ情報教育の

推進と関連しており、更新年次は各市町の判断となっていますが、おおむね５年毎

に対応されています。 

 質疑を終了し、議第84号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての質

疑に入りました。 

 委員より、カードの利用についてはコンビニの使用も検討されており、ほかの市

町では導入もある。今後、日野町ではどうされるのか。答弁として、一部の自治体

でも実績があり、クラウドの導入やシステム整備を行う中で検討しています。カー

ドの独自利用であって、番号の独自利用ではありません。カードのＩＣチップを利

用して、コンビニで証明書を発行できるようにするもので、いろいろ検討していま

す。 

 委員より、日野町での導入はどうなのか。答弁として、実施する方向です。ただ、

窓口で発行していることが全てできるというわけではなく、住民票の写し、記載事

項証明、所得証明、非課税証明についてです。戸籍については個人情報で、管理上

課題があり、まだ発行しません。 

 委員より、国民一人ひとりに番号をつけるということが進められ、税金や預貯金

までということを聞いているが、今後この番号が使われるのか。あるいは、日野町

だけのものなのか。答弁として、個人番号は住民票を持っている全国民に割り振り

されます。町でも各課の業務ごとに整理番号を持っており、住民基本台帳も住基ネ

ットで全国的な番号を持っていますが、利用は限定されています。今回のものは各

機関で持っているものを１つの番号でまとめて結びつけるもので、個人番号１つで

情報が集められることから利便性がよくなり、多方面で利用される予定です。しか

し、全ての情報がまとめられるので、安全性を確保する必要があり、民間利用は認

められていなく、公的利用だけになります。 
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 委員より、子どもが生まれたときからカードの発行なのか。また、転入・転出し

たときはどうなるのか。答弁として、カードには個人番号カードと通知カードの２

種類があり、来年10月には、住民基本台帳に登録されている人には住所、氏名、生

年月日、性別の入った４情報の通知カードが発行され、個人番号カードは顔写真つ

きで４情報の入ったもので、これは利用希望者の方に発行されます。転入出の場合

ですが、基本的に一度付与された番号は生涯にわたって使うこととなり、住所変更

があったときには情報の変更がされます。 

 委員より、実施機関はどういうものがあるのか。また、個人カードに入れられる

ものはどういうものがあるのか。身分証明の機能はどうなのか。個人番号のカード

の独自利用はどうなのか。また、自分の意思によって情報は選択できるのか。答弁

として、実施機関は町の行政機関、国の機関、社会保険機関などの公的機関で、従

来は役場窓口で諸手続に必要な証明をとり、提出されたものなどを、個人番号を通

じて、法律で定められた範囲で必要な情報を町から実施機関に提供することになり

ます。町で使用する場合は、条例を定めることで、従来は手続申請の段階で必要証

明の添付や資料照会の承認をいただいていたことが、個人番号を通じて対応できる

ようになります。身分証明にも使用できますが、成り済ましの防止のために、これ

だけをもって本人確認はしてはならないということと法律でなっています。個人番

号のカードの独自利用ですが、コンビニ交付の際はカードの利用であって番号利用

でないので、コンビニは実施機関とはなりません。そのほか、空き領域を使う範囲

は条例を定めることでできるようになっていることから、現在は不確定です。 

 委員より、プライバシーの漏えいや成り済ましなど、危険と思われることも想定

されることから、自治体や企業でもこれはだめだということはできるのか。また、

先進地のアメリカ、韓国での問題点やイギリスの状況はどうなのか。答弁として、

個人情報の保護は、個人番号を含む情報を個人情報のうちの特定個人情報と規定し、

さらに厳しい保護措置を社会保障・税番号法で定め、この法に基づき町条例を定め、

万全を期しています。国民からいろいろな懸念があることが想定されますが、国は

法律の中で安全で安心な措置を講じるとともに、事前に特定個人情報保護評価を行

い、収集から保管までのリスク管理や、事故等の対応を明らかにすることとなって

います。システム的な情報管理は全て暗号化し、セキュリティを守るとともに、制

度的には第三者機関による監視、監督等を行うなど、万全な安全システムが構築さ

れます。外国の場合は、制度上でも取り組み方もさまざまです。最も利用制限が厳

しい国はドイツで、納税者番号制度で税だけに限定され、民間利用は禁止され、身

分証明はＩＣカードとなっています。日本はその次ぐらいと思われ、マイナンバー

制で社会保険、税、防災管理等で、民間利用の禁止です。アメリカ、スウェーデン

は柔軟な利用です。スウェーデンでは個人番号では社会保険、医療などに使用され、
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また、民間利用についても制限がありません。アメリカは社会保険番号として利用

され、社会保険、医療での使用、民間利用制限なしとなっているため、成り済まし

などの事件が多くなっており、こうしたことから、日本では厳格な対応をされるよ

うです。イギリスの状況は分かっていません。条例との関係は個人情報保護条例が

ありますが、社会保障・税番号法ができたときに厳格に取り扱う事項が出てきてい

ますので、個人情報の中に個人番号を積む情報があるということで、これを特定個

人情報として詳しく規定します。 

 委員より、難しい問題が多そうですが、審査会はどういう形になるのか。答弁と

して、特定個人情報について機密を保つために、それを使う事務を明らかにした上

で情報の確保と評価をすることとなり、その影響を推しはかりながら個人情報保護

評価をすることとなります。その評価に対して審査会で状況をお知らせし、取り扱

いを検討します。 

 次に、議第85号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてに移りました。 

 委員より、支給率を改めることは評価できるが、他市町では既に改定できている

ところもあり、日野町ななぜ今回なのか。答弁として、平成14年ごろ、準則により

他市町で改正がされたようです。改正しなかった理由ははっきりと確認できません

が、旧八日市市、竜王町もされていなかったことから、当時は合併協議の話もあっ

たことから、見送られていたのではないかと思われます。 

 次に、議第86号、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に

ついて。 

 委員より、人勧によるものだが、日野町で上がることの影響は全体ではどの程度

なのか。答弁として、今回は月例給で約0.3パーセント引き上げです。影響額は給

与、勤勉手当、期末手当、共済費合わせて1,707万6,000円を今回の補正予算に計上

しています。なお、今年の４月にさかのぼっての差額支給となります。また、条例

の中では、来年４月から２パーセントの引き下げの条例改正もありますが、３年間

の現給保障となっています。 

 委員より、２パーセントの引き下げは中高年ということになるが、減額の影響は

どの程度か。答弁として、給料の引き下げに係る影響は、細かい計算はできていま

せんが、概算では給料のみで1,800万円程度下がると考えています。勤勉手当、期

末手当などを含めると、影響額はさらに大きくなります。 

 委員より、中高年は55歳以上なのか。答弁として、おおむね30歳くらいから影響

があり、年齢が上がるにつれ、引き下げ率も高くなっていき、最大４パーセント程

度になります。 

 次に、議第89号、日野町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例
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の一部を改正する条例の制定についてに移りました。 

 委員より、議第85号、議第89号は関連しているが、今まで改正されていなかった

と理解していいのか。答弁として、表現が尐し異なるだけで、内容は同じです。 

 ここで質疑を終了し、討論なく、採決、全員起立について原案どおり可決され、

終了し、休憩後、消費税10％増税の先送りでなく中止を求める請願について再開し、

請願者の提案説明のあと、審議に入りました。 

 委員より、１年半後には、今のままでは消費税が上がる方向である。税について

の不安感が増大している。 

 委員より、消費税増税で苦しむのは低所得者である。大企業は戻し税をはじめ、

もうかる仕組みができているので、消費税増税は影響ないと思われる。また、派遣

社員は仕入れ値として差し引くことができ、結局、物として扱われている状況であ

る。 

 委員より、私たちも困ることになるが、公明党では軽減税率の導入を検討し、消

費税は社会保障に使うこととなっている。 

 委員より、軽減税率を導入するくらいなら、やめるべきである。 

 委員より、国民に課せられた問題であるが、これは３党合意の中で、社会保障の

充実をする上で仕方ないこととなった。生活に必要な部分は軽減税率で下げようと

いうことなので、社会保障充実のためには致し方ないし、国民の義務だと思う。 

 以上で審議を終了し、討論なく、採決し、賛成２名、起立尐数のため請願は不採

択となり、10時30分、委員会を終了しました。 

 以上で総務常任委員会の委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、産業建設常任委員長 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、平成26年第６回定例会産業建設常任委員会の委員

長報告を行います。 

 去る12月19日午前８時57分より、第２委員会室において産業建設常任委員会を開

催いたしました。出席者は委員６名と杉浦議長。小林委員は入院加療中のため、欠

席届が提出されておりました。執行側から藤澤町長、平尾副町長、沢田総務政策主

監および建設計画課、上下水道課、総務課の関係職員の出席のもと、町長の挨拶を

受け、本委員会に付託されました議第81号、町道の路線の変更についてほか３件で

ありましたが、議案の説明については先の議員全員協議会において受けております

ので、直ちに質疑に入りました。 

 はじめに、議第81号、町道の路線の変更についてと、議第82号、町道の路線の廃

止については関連をいたしますので、同時に議題といたしました。 

 委員より、町道の変更、廃止にあたって、地元の説明、理解は得られているのか。

答弁として、町道廃止の関係でございますが、町道幅野線はこの西大路鎌掛線を進
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めることから、町道から一旦廃止しますが、新たな路線名で町道として管理をする

ことで、地元の道路委員さんに説明をしております。 

 委員より、今議会の一般質問でも道路の見直しの質問があり、今後、見直し等が

必要であるという回答でありました。南比都佐地区でも見直しがされるところがあ

ると伺っています。今後、見直しがされる場合、地元の説明を十分にしていただき

たいと思うが、どのように考えているか。答弁として、町道の廃止または路線の見

直しでございますが、本会議で議員の質問に16路線と申し上げました。この16路線

のうち、地域別に多いのは南比都佐地区が多く、廃止というか、車の通行ができな

いものを含んでいます。今後の提案については、地元の皆さんのご理解がないとで

きないと思いますので、きちっとした形で説明をさせていただき、こちらから一定

の提案をさせていただいた中で議論をいただき、進めていきたいと思っております。 

 委員より、現町道西大路鎌掛線と町道大窪音羽線とのＴ字路の交差点で、舗装さ

れたところとされていない広いところがある。どちらの車両がどう待つのか分から

ないので、誘導できるよう停止線を入れるとか、側線を入れるとか、安全性の検討

を願いたい。答弁として、ご指摘の交差点ですが、確かにカーブ中の交差点という

ことで、公安委員会の指導のもと、現場を再確認し、何らかの安全対策ができない

か考えたいと思います。 

 委員より、町道西大路鎌掛線ですが、新しい道路ができると旧道は格下げになり

ますが、ならないようにしてほしい。この道路は水道管も通っており、町道として

残してほしい。答弁として、新しい西大路鎌掛線は３分の２がバイパスとなります。

そのようなことから考えると、基本的には格下げということになりますが、上水道

の本管が埋設されていることもあり、工事が完了した段階で、地元と協議をさせて

いただきます。 

 議長より、バイパスという手法をとられたことの利点というか、今後、この西大

路鎌掛線を進めていく上で、この方が有利であるかあるいは不利になるとか、そこ

らを説明してほしい。答弁として、西大路鎌掛線を事業として進める中で、用地買

収を進めていくための税務署との協議、そして、国の交付金をいただくための県と

の協議の中でバイパス事業となり、土地収用法の税の控除を受けようとすると、バ

イパス路線を計画路線として認定をしていないと、土地収用法に該当されないとい

うことが、税務署協議の中で意見をいただいておりますことから、事前に町道とし

て路線を認定させていただくものです。鎌掛側の新しい起点から現道と接するとこ

ろまでがバイパス工事、中央部分は現道を拡幅する形、そして、西大路側について

は国道477号を起点とし、幅野線を廃止して現道を拡幅し、町道大窪音羽線から五

月台の入り口まではバイパス工事として１路線で計画していくことが望ましいと、

県との協議の中でもいわれています。まずは第１として、鎌掛側については土地収
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用法を受けるために、このような形で路線の変更をしなければ税務署の協議が進ま

なかったということでございます。 

 議長より、土地収用法というのは、法的には公共用地として5,000万円までは税

金がかからない。収用法をかける場合は、いわゆる強制執行というか、新たな土地

を新たな税の対象になる、ならないの話ではないと思うが。答弁として、税務署協

議の中で、税の控除を受けるために町道の変更をさせていただくものです。 

 議長より、土地収用法は関係ないのですか。今の説明では税務署を盾にとってお

られるけれども、税務署にとって、相手が公共の買収だったら非課税になりますよ

と、あえて幅野線を一路線としてきた。一路線とした方が分かりやすい。今になっ

てなぜこういう話が出てきたのか。答弁として、西大路地区の幅野線は、今まで単

独の事業の中で進めてきましたけれど、これから県道の協議を含めて、国の交付金

をいただく中では西大路鎌掛線と幅野線の改良という形は補助金がおりづらいとい

うことから、１つの路線として計画をして、幅野線を西大路鎌掛線という路線とし

て、交付金事業としてできるようにというのが県の指示でございます。 

 委員長より、この起点側の大窪音羽線は、計画路線を決めるにあたり、これを変

更して大窪音羽線と重複させている。とりあえずは変更路線として西大路鎌掛線と

重複するのか。答弁として、西大路側の大窪音羽線と青い単独のラインですが、こ

れについては町道同士が重複した路線になります。 

 ほかに質疑なく、次に議第93号、平成26年度日野町公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）についてを議題として質疑に入りました。 

 委員より、本会議でも質問しましたが、納得ができていません。予算特別委員会

でも申し上げてきたので、私が質問することはこの前のときに申し上げているので、

調べられているのかなと思います。まず、補正予算書の76ページ。この前も詳しく

申し上げた、今までに４級が２人、３級が２人の４人に、去年は残業手当が出てい

る。これが３級の若手の職員１人になって、実質上１人。１人で時間外手当が200

万円は多いと申し上げた。この場合は、１人で200万円は納得がいかない。この時

間外手当、今９月までにどれだけ支払われているのか。200万円までにどれだけ支

払われているのか。答弁として、今、蒲生議員さんから本会議での質疑でご指摘い

ただきました12月の補正の段階での対象職員数につきましては、76ページの一覧の

とおりでございます。ご指摘のとおり、時間外手当対象者が１名となっております。

けれども、時間外勤務手当の対象は複数名となりますので、一例で申し上げますと、

緊急時の警報に対しては複数名で対応することがございます。今年度当初予算の

200万円の、現在10月末での支払額は123万8,941円となっております。１年間を月

数で換算しますと212万3,000円余りとなります。現段階では当初予算の200万円の

ままとさせていただいているということでございます。 
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 委員より、今の説明は、一定、回答になったのかなと。複数名というのはどうい

うことか。答弁として、緊急の警報が入った場合に、待機職員と下水道の担当職員

とで２ないし３名で対応するということでございます。受益者負担金や使用料の滞

納整理、または徴収という業務でも、水道と兼ねた職員が出ることもございます。

今10月末と申し上げました対象者を調べますと３名です。 

 委員より、一応、納得はできるのかなと思います。ただ、このように書いてある

と、単純に１人が200万円かなと。国保会計や滞納整理だと、皆、含んでやってい

るので、２人か３人になっても、国保の場合、10人とかにもなる。よく分かりまし

た。ただ、選挙でも水道課の職員も総務課も、全部一般会計からもらっている形に

なります。それであっても65万円。そういう面からいうと、まだ高いのかなという

ふうに思われます。 

 委員より、73ページの水道管理費のマンホールの修繕について、どこの修繕だっ

たのか。答弁として、需用費の修繕費で220万円の増額をお願いしているものでご

ざいます。一例を挙げますと、役場前の国道477号の舗装の補修をしていただきま

した。その要因の中で、下水道のマンホールの残りの部分については、施工の方法

として舗装を全部一旦被わせて、マンホールの部分を後で町が穴を開けて修理して、

凹凸を直すという形をとっていて、町が占用させていただいております道路の補修

等が増えてきています。今回、今後の状況を見まして、修繕費用の補正をするもの

でございます。 

 ほかに質疑なく、続いて議第94号、平成26年度日野町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）についてを議題として質疑に入りました。 

 委員より、87ページの農業集落排水管理費の中で、電気代124万6,000円が挙げら

れているが、要因は何か。答弁として、この点につきましては、消費税の増税を当

初見込んでいなかった。それと、処理施設での電気代と中継ポンプにつきまして、

雤の関係で電気代がかかっているということです。10月末現在での使用料から勘案

すると、３月の年度末で尐し不足してくると思われることから、120万円余りの補

正をお願いするものです。 

 委員より、汚泥を引き抜いて、堆肥化していただいております。処理は順調にし

ていただいているのか。答弁として、汚泥の脱水乾燥処理については、担当職員が

ついて、運転を順調にさせていただいていただいております。でき上がった肥料の

消費ですが、各処理場において肥料の消費ぐあいに差が出ていますので、今後、組

合長さんとも相談しながら、どのようにしていくか検討していかなければならない

と思っております。 

 以上で質疑を終わり、討論に入りました。反対討論なく、採決に入り、全員起立

により、当委員会に付託されました議第81号、町道の路線の変更についてほか３件
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には、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で提出議案のうち、本委員会に付託のありました案件の審査を終了し、午前

９時42分、町長の挨拶をいただき、執行側職員の退席の後、暫時休憩に入りました。 

 午前10時０分、会議を再開し、続いて請願第16号、米価下落等に関する意見書提

出を求める請願についてを議題とし、紹介議員から趣旨説明を受け、意見交換に入

りました。 

 紹介者より、請願者はグリーン近江農業協同組合、滋賀県農政連盟東近江連合支

部および同日野支部であり、私と東議員が紹介者であります。一般質問でも申し上

げたように、今年は大変な米価の下落により、農家は大きな痛手を受けています。

作況指数も、滋賀県は全国平均を大きく下回っています。また、長雤などにより、

一等米比率も非常に悪く、農家の手取りは赤字に近い状態です。そこで、この請願

を出させていただいたところであります。米価の下落を、政府により補助的なこと

をしていただきたい内容が書かれております。皆さんのご賛同をよろしくお願いを

いたします。 

 委員より、１つ目の過剰米対策ですが、この備蓄米の適正水準の見直しとは、増

やせというのか政府で買い上げてくれというのか、この意味はどういうことか。紹

介者より、備蓄米とは政府が１年分を確保しているもので、適正な備蓄米は約80万

トンといわれ、半年分の備蓄米ということでございます。今は120万トンぐらいあ

るように聞いております。それを適正に保管するにも費用が要りますので、発展途

上国へ適当に流してほしいといっているというように思います。古米、古々米がま

だ５年分は残っている状態で、この米を飼料とかに回して、適正な備蓄米にせよと

いう内容が書かれておると思っております。 

 委員より、過剰米については、国に買い上げてもらって飼料に回すということか。

紹介者より、昔のように食管制度があると国で管理ができるが、自主流通米となっ

て、商社、大きな米屋が買い込んでしまうので、古米を政府が言っている以上に持

っているので、米の価格が不安定になっているというのではないかと思います。 

 委員より、「米の需要拡大に向けた対策を」ということですが、例えばどのよう

な拡大を望んでいるのか。紹介者より、消費拡大というと、米を米粉にして、パン

やパスタ、うどんにも小麦粉にも混ぜて消費をするということではないかと。飼料

用でも米粉にして、鳥の餌や豚の餌にしている。食用の米は、やはり粉にして加工

食品に回しているというようなことをやっていただいております。食用の古米は米

粉として使用されると聞いております。 

 委員より、３番の「地域の実態に応じた単収設定と、通年の価格動向を想定した

当年産収入額」とはどういうことなのか。紹介者より、特に魚沼産のコシヒカリな

どは地域で収量を設定して、反当たり８俵以上収穫すると食味が悪くなり、８俵に
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抑えて価格を守られている。農家は反収を上げる努力をしているが、８俵ぐらいが

一番食味がよいということで、取引をされておるわけです。そういう意味だと考え

ます。 

 委員より、単収とは単年当たりか。紹介者より、10アール当たりの収穫量という

ことです。今年度も価格が下がり、政府でも補正予算で減収に応じた価格を補塡す

るように聞いております。農家を助けるご賛同をお願いいたします。 

 委員より、２番の流通供給体制の整備とは。紹介者より、自主流通米になりまし

たので、小売業者も登録をしていないと取り扱いできないということでございます。

やはり、農家個人の流通も尐し検討せよということではないかと思います。 

 以上で審議を終了し、討論に入りましたが、討論なく、採決に入りました。請願

第16号、米価下落等に関する意見書提出を求める請願については、全員起立により

採択することに決しました。 

 続いて意見書案が紹介者から配布され、確認をいただきました。全員異論がなく、

請願書が全員賛成であることから、委員長名で意見書を議長に提出することで、請

願第16号の案件審査を終了いたしました。 

 以上で提出議案のうち、本委員会に付託がありました案件の審議を全て終了し、

午前10時20分、委員会を閉会いたしました。 

 これで、産業建設常任委員会の委員長報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、厚生常任委員長 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、平成26年第６回定例会厚生常任委員会の委員長報

告をいたします。 

 去る12月17日午後１時57分より４階委員会室において、議会より委員全員、執行

側より藤澤町長、平尾副町長、沢田総務政策主監、ならびに関係いたしますところ

の課長、職員の方の出席をいただき、委員会を開催いたしました。 

 まず、町長の挨拶をいただき、付託されましたいずれの案件も全員協議会におい

て説明を受けているため、直ちに質疑に入りました。 

 まず議第80号、八日市布引ライフ組合規約の変更についてを議題といたしました。 

 委員より、旧安土町が組合から抜けられる。組合議員もなくなるのか。答弁とし

て、斎苑のみ抜けられるが、し尿は継続されるので、議員の変更はない。 

 委員より、旧安土町が抜けられることにより、どのような影響があるのか。答弁

として、日野町には負担金が約60万円増額の影響と見込まれます。 

 委員より、旧安土町の方の利用はなくなるのか。答弁として、旧安土町の方の利

用については、平成23年度、24件、24年度、119件中16件、25年度115件中８件、26

年度11月までで３件の利用がされた。これが利用されなくなるが、他の影響はない。 

 委員より、安土町と近江八幡市の合併の影響と考える。旧安土町の方の近江八幡
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市と布引の利用の負担額はどうか。答弁として、布引斎苑利用の場合は１万円、八

幡のさざなみ苑利用の場合は２万円である。八幡市内の方の八幡利用は全て２万円

にされている。合併後の旧安土町の方も２万円にされた。安土から布引までの距離

が遠く、八幡の方が近いこと、葬祭業者が手配することが多いことにより、布引の

利用は減っている。 

 委員より、中部清掃組合の議員もしているが、安土に処分場があり、清掃組合か

ら安土が抜けられる影響も心配するがどうか。答弁として、影響が考えられること

から、今後の現斎苑施設の除去の際の安土の負担について、事前にきっちりと話を

しておかねばならないと考えている。 

 ２時５分、議第80号の質疑を終了し、議第87号、日野町保育所設置条例の一部を

改正する条例の制定についての質疑に入りました。 

 委員より、こばと園の定員が増加される。２歳までの子どもの申し込みが多いと

聞いているが、小さい子どもが多いと保育士の数も多く必要だと思うが、保育士の

増員の準備はできているのか。答弁として、こばと園の定員増による保育士の定数

は４人が必要なことから、退職者の補充も含めて、新規５名の正規職員の採用をし

ていただいた。 

 委員より、小さな子どもが多ければ保育士の数は多く必要で、途中入所などがあ

ればさらに増員が必要と考えるが、臨時職員の募集も考えているのか。答弁として、

障がい児加配などが必要になり、臨時職員の追加募集も必要になると考えている。 

 委員より、わらべ保育園でも保育士の確保が大変だと聞いているが、応募はある

のか。答弁として、保育士が不足している現状であり、募集しても集まらない場合

もあるが、早い時期に募集すると確保しやすい。 

 委員より、定員を60人から90人にされたが、定員超過は無制限か。前期20パーセ

ント、後期無制限とかはあるのか。また、給食の調理は対応できるのか。答弁とし

て、１年を通して1.2倍までとなっているが、現在の申し込みが1.2倍ぎりぎりの申

し込みである。中途受け入れは難しい。調理は対応できる準備を行っている。 

 委員より、453人の申し込みで1.2倍ぎりぎりと説明をされたが、緊急の場合、待

機が出るのか。答弁として、全体では1.2倍ぎりぎりであるが、ゼロ歳から１、２

歳の申し込み数が多く、面積も広く必要で、現在の状況でも入所いただけない方も

ある。 

 委員より、子ども・子育て支援法で、企業内保育所とか家庭内保育での受け入れ

もできるということだが、その対応はどうなのか。答弁として、10月中に町内２ヵ

所の企業内保育所に説明に伺ったが、企業内の職員が対象であり、そちらも保育士

の確保が大変で、地域の子どもの入所については受け入れられない状況である。家

庭内保育も、日野町での開設についての情報は、現在のところ聞いてはいない。 
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 ２時18分、議第87号の質疑を終了し、議第88号、日野町国民健康保険条例の一部

を改正する条例の設定についての質疑に入りました。 

 委員より、出産育児一時金を引き上げるが、総額は改正前と同額の42万と説明さ

れたが、１万4,000円を増額し、40万4,000円に改められた理由は何か。答弁として、

健康保険法施行令の改正により、出産育児一時金の金額が39万から40万4,000円に

改正されることから、１万4,000円の増額の条例改正をするものである。同時に、

産科医療補償制度の掛金について、国でのこの制度運用にかかわる財源増が見込め

ることから、掛金が１万6,000円に引き下げられる。このため、出産一時金の合計

は改正前と同額の42万円となる。 

 委員より、国の制度への対応のための改正か。答弁として、健康保険法施行令の

改正に準じて、町の国保条例を改正するものである。 

 ２時23分、議第88号の質疑を終了し、議第91号、平成26年度日野町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）の質疑に入りました。 

 委員より、高額医療者が多いと説明をされたが、どういった病気なのか。答弁と

して、１レセプトが数十万円程度となる高額な診療を受けられた方の割合が多い状

況ではあった。それ以上の個別要因の追及はできていないが、悪性新生物、いわゆ

るがんに関する受診が多いと見受けられた。 

 委員より、がん検診による早期発見などが重要になると考えるがどうか。答弁と

して、一般被保険者の療養給付費が、昨年と比較しても高額になっている。悪性新

生物のほか、脳血管疾患も増加している。また、１件で500万から600万の高額な医

療を受けられた方があり、このことも増加の要因となった。 

 委員より、今後医療が進歩して、金額がどんどん上がるのか。答弁として、国全

体での医療費は年２、３パーセント伸びると予想されている。高齢化、高度医療の

進展により、この先、近い将来においても増加傾向が続くと見込んでおります。 

 ２時30分、議第91号の質疑を終了し、議第92号、平成26年度日野町簡易水道特別

会計補正予算（第１号）の質疑に入りました。 

 委員より、63ページの事業管理費の需用費について、熊野の道の復旧と聞いたが、

説明が欲しい。答弁として、平子熊野の簡易水道で、平子への管路を埋設している

里道に、管路保護のため、布団かごを２段積んである。とめ杭の木が腐り、かごが

ずれた。熊野区長の要望もあり、修理を実施いたします。延長は約15メートルです。 

 ２時32分、議第92号の質疑を終了し、議第95号、平成26年度日野町介護保険特別

会計補正予算（第２号）についての質疑に入りました。 

 委員より、107ページの介護予防サービス事業で補正が上がっているが、介護予

防の成果は出ているのか。答弁として、介護予防サービス事業では、要支援者のケ

アプランにかかわる人件費と、民間事業者への委託費の増額補正をお願いしている。
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要支援となる人も増加しており、新規、更新合わせて、８月までで235件の委託と

なっている。ケアプランはケアマネージャーが行い、民間委託と直営があり、その

人に合ったプランを作成し、進行の防止を含めた対応を行っている。 

 委員より、要介護の認定審査は、申請がされるたびにするのか、数ヵ月まとめて

行うのか。また、認定調査のための職員の確保はできているのか。答弁として、要

介護認定の有効期間は６ヵ月、12ヵ月、24ヵ月がある。新規申請の場合は、基本は

12ヵ月、更新申請の場合は24ヵ月の有効期限になることが多い。認定調査について

は、嘱託職員の調査員２名が対応しているが、臨時職員のケアマネージャー１名に

も願うことがある。申請件数の増加等もあり、認定結果がおくれる場合もあるが、

大体対応ができている。 

 ２時40分、議第95号の質疑を終了し、議第96号、平成26年度日野町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）について質疑に入りました。 

 質疑がなく、次に、議第97号、平成26年度日野町水道事業会計補正予算（第１

号）の質疑に入りました。 

 委員より、133ページの路面復旧費100万円について、北山と聞いたが、内容はど

のようなものか。また、資本的収支980万円の説明を願いたい。答弁として、漏水

箇所の舗装復旧については、漏水が昨年度より早い時期から増加している。また、

漏水箇所だけでなく、広範囲で舗装に影響が出ている箇所もあることから、増額補

正をお願いする。資本的収入の一般会計出資金については、北山主要幹線管路を耐

震もあわせて更新するもので、今年は東部配水池から中央配水池の間、ブルーメの

丘の両脇、それぞれ500メートルについて施行を行うものである。事業費6,000万円

で、補助残の４分の１となる980万円が出資債として受けられるものである。 

 以上で付託案件の質疑を終了し、討論に入りましたが、討論なく、議第80号、八

日市布引ライフ組合規約の変更についてほか７件について一括採決することにいた

し、委員全員起立により、全議案を原案どおり承認するものといたしました。 

 14時47分、続きまして、桜谷幼稚園と保育所さくら園の統合について、壁田福祉

課長より説明が行われました。説明終了の後、委員より質問を受けることにいたし

ました。 

 委員より、４、５歳の長時部は延長保育ができたのか。答弁として、保育園児を

長時部と呼んだのであって、幼稚園の延長保育ではない。 

 委員より、来年度から統合されるが、他園からの入園希望者はあるのか。また、

送迎支援はあるのか。答弁として、申し込みは１桁台で、合同運営に伴う入園希望

をされることはありません。 

 以上で説明会を終了し、町長の挨拶をいただき、執行部は退席となり、14時57分、

暫時休憩といたしました。 
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 15時13分、委員会を再開し、請願第15号、福祉医療費助成事業に関する請願書に

ついての協議に入りました。 

 まず、紹介議員を代表して、蒲生議員より請願趣旨の説明が行われました。内容

としましては、請願された方の所属内容、日野町の現制度の内容、県内市町の状況

などであります。 

 続いて、請願についての質問に入りました。 

 委員より、先日の一般質問にも出ているし、従来からの要望であるので、請願に

ついて賛成をする。 

 また委員より、当然賛成する。医師会から今の時期に要望された理由は。もっと

早く医師会からの働きかけがされたらよかったのではないかと、このように思う。

紹介議員より、医師会からも歯科医師会からも、たびたび町長へ陳情されている。

昨年も今年も陳情されたと聞いている。せめて小学校卒業までは支援されたいと請

願された。しかし、今回、小学校３年までしか実施されなかった。500円の自己負

担についても支援をされたいという要望である。 

 ほかに質問なく、討論に入りましたが、討論なく、採決の結果、全員起立により、

請願第15号は採択となりました。 

 続いて、提案者より、議長名で決議を上げたいとの提案があり、全員起立により、

承認がなされました。 

 提案者より決議書の案が示され、協議の結果、より具体的な内容を加えることと

し、文面は委員長、副委員長にて一任するとの意見が出され、全員異議なしの声に

て、請願第15号、福祉医療費助成事業に関する請願書についての協議を終了いたし

ました。 

 以上、全ての案件の審査を終え、午後３時30分、委員会を終了いたしました。 

 以上で厚生常任委員会委員長報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、予算特別委員長 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、平成26年日野町議会第６回定例議会予算特別委員

会の委員長報告をいたします。 

 委員会は去る12月17日水曜日午前８時56分より第１委員会で開会いたしました。

出席者は委員10名と杉浦議長であります。執行側より藤澤町長、平尾副町長、沢田

総務政策主監、池内総務課長、教育次長ほか各課関係課長、参事、課長補佐、専門

員、主任であります。 

 開会挨拶の後、町長、議長より挨拶を受け、今回の委員会への付託案件である議

第90号、平成26年度日野町一般会計補正予算（第３号）を議題として審査を行いま

した。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正のうち、特定財源を除いた歳入と歳出に入り、
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第１款・議会費、第２款・総務費、第３款・民生費、第４款・衛生費、第９款・消

防費およびこれに伴う特定財源についてならびに第２条、地方債の補正について担

当課長から説明を受け、まず、特定財源を除く歳入、歳出に入り、第１款・議会費、

第２款・総務費、第９款・消防費およびこれに伴う特定財源について質疑に入りま

した。 

 委員より、職員の時間外勤務手当の補正について、行政職員数169名のうち、時

間外勤務手当支給対象者数は何名か。時間外勤務手当の９月時点での予算執行状況

はどのぐらいか。答弁として、行政職169名中、129名が時間外勤務手当支給対象者

数であります。また、８月末時点における一般会計の時間外勤務手当の支給額は

3,738万5,000円となっている。 

 委員より、歳入、税収において、国全体では増収の流れとなっているが、町は減

尐との説明であったが、法人税を含む、３月補正ではどのような状況になるのか。

税収の見込みを聞きたい。また、臨時職員の賃金について、滋賀県の最低賃金は１

時間当たり746円となっているが、今年の人事院勧告などを踏まえ、新年度はどの

程度の額を見込んでいるのか。答弁として、個人町民税、固定資産税および軽自動

車税については、今回の補正予算でほぼ確定に近いと考えている。たばこ税につい

ては毎月1,000万円余の収入で推移しており、最終的には若干の増収の可能性もあ

る。法人町民税については業績が好調なのは特定の企業に限られている状況ではあ

り、景気の動向に大きく左右されるが、最終的には増収になると考えており、３月

には増額補正したいと考えている。一般の臨時職員に係る賃金は、現在日額6,500

円としており、26年度において既に改定したところであり、次年度に向けての改定

は考えていない。幼稚園教諭、保育士資格を有する臨時職員賃金については、募集

に対して応募をしてもらえるよう、近隣市町の状況を見ながら対応していきたい。 

 委員より、財政調整基金の繰り戻しについて、その要因について質疑があり、答

弁として、町税の増収見込みから、必要な補正予算の所要額を見ながら繰り戻しを

見込んだ。繰り戻しできていないのは１億3,632万3,000円である。 

 続いて、第３款・民生費および第４款・衛生費ならびに第２条、地方債の補正に

ついての質疑に入り、委員より、保育所費で臨時職員の賃金の補正であるが、臨時

職員は何名ぐらいか。答弁として、30名程度の臨時職員に係るものである。 

 ９時52分、ここで説明員の交代のため10分間の休憩に入り、10時10分、再開いた

しました。 

 第５款・労働費、第６款・農林水産業費、第７款・商工費、第８款・土木費、第

10款・教育費およびこれに伴う特定財源ついて各担当課長の説明を受け、まず第５

款・労働費、第６款・農林水産業費、第７款・商工費およびこれに伴う特定財源に

ついての質疑に入り、委員より、中間管理機構事業についての質疑に対して、答弁
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として、今年度、個人２名と集積協力金で３名が申し込まれ、個人を対象にしたも

のは年度内に支払う予定である。 

 委員より、農道維持管理事業において、日野東部農道の石小山トンネルに太陽光

発電が設置されているが、その効果と設置場所は適切なのか。答弁として、出力は

最大12キロワットの能力があると聞いているが、トンネルの照明は３段階あり、晴

天照明と曇天照明に係る電気代程度は賄えていると聞いているが、具体的な節減額

までは把握していない。設置場所は用地買収の残地利用と太陽光発電の効果をシミ

ュレーション結果に基づき、設置場所を決められたと聞いている。 

 委員より、担い手育成対策事業において、経営体育成支援金の対象者はどうか。

また、その条件はどうなのか。26年度以降の見通しについてもお尋ねしたい。答弁

として、経営体育成支援金の補助要件は認定農業者、農業生産法人である。今回の

補正は１名の方の機械導入に伴う補助である。26年度当初には増田の農業生産法人

から要望があった分について対応している。今回の個人分については、県の予算額

の関係でようやく対応できる運びとなり、補正をするものであります。27年度につ

いては、現在のところ要望はなく、話があれば対応していきたい。 

 次に、第８款・土木費、第10款・教育費についての質疑に入り、議長より、奥之

池地区の地籍調査に関して、地元役員に立ち会いに係る報償金を支払うとのことだ

が、報償金の支出規定等から見て適正な支出か。報償金支出の場合、所得税は源泉

徴収するのか。答弁として、地元の役員さんには地籍調査を行う上での取りまとめ

役となってもらっており、立ち会いの報償ではなく、役員としての報償金を支払う

ものである。１週間程度出役を願うことになり、地籍調査に係る国県の例を調整す

る中で、統一性を持って対応しているものである。所得税については源泉徴収であ

る。 

 委員より、小学校教育振興事業について、教員の教科書や指導書の購入に使うと

いうことだが、国県の補助はないのか。答弁として、教員の教科書や指導書の購入

に対しては補助制度はない。そのため町単独費となるが、購入費用相当分は地方交

付税に算定されていることになっている。 

 以上で質疑を終了し、討論に入り、討論なく、採決に入り、町長提案どおり可決

決定することに賛成の委員の起立を求め、全員起立であります。よって、議第90号、

平成26年度日野町一般会計補正予算（第３号）については、原案どおり可決すべき

ものと決しました。 

 以上で当委員会に付託されました案件の審議は全て終了し、町長の挨拶を受け、

10時45分閉会をしました。 

 以上で平成26年日野町議会第６回定例議会予算特別委員会の委員長報告といたし

ます。 
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議長（杉浦和人君） 続いて、諸般の報告を行います。 

 学校給食問題検討特別委員長 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 平成26年第６回定例会学校給食問題検討特別委員会委員長報

告をさせていただきます。 

 去る12月18日午後１時58分より第２委員会室において学校給食問題検討特別委員

会を開催いたしました。入院加療中のため委員１名欠席となり、出席者は委員６名

と議長、執行側より藤澤町長、岡教育長職務代理者、望主学校教育課長の出席のも

と、町長、議長の挨拶をいただき、執行側より食の安全について、食材産地、地産

地消の取り組み、冷凍食材、放射能検査、また食育の推進については伝統的食文化、

食料の生産・流通・消費など、事前調査の説明を受け、質疑、意見交換に入りまし

た。 

 委員より、放射能検査は11月から７回実施したとの説明であるがどうかとの質問

があり、平成24年に限定して実施されたもので、11月から12月に県により検査がさ

れました。今年は行っていないとの答弁があり、また委員より、食材の産地までは

指定していないとのことだが、産地の証明はついていると聞いたが、証明には放射

能検査結果がついていないのかとの質問があり、産地証明には生産地や成分は記載

されているが、放射能は書いていないとの答弁があり、委員より、食の安心・安全

のために、特に保育所など、低年齢児には必要と思われるが、年に一度か二度でも

放射能検査はできないのかとの意見があり、放射能検査は産地において出荷時にさ

れている部分もあり、基本的に安心と考えていますが、的を絞っての検査ができな

いか検討してみたいとの答弁がありました。 

 また委員より、無農薬野菜は現在どれぐらい使っているのかとの質問に対し、実

際の量は分からないが、現在、地元産のキャベツなど、いくらか虫はついているが、

調理現場での三度洗いを実施する中で対応しているとの答弁があり、委員より、地

産地消に関して、中学校は米飯なので重量ベースでいくと高いと聞いたが、今後、

小学校でもその方向で進めるのか。また、日野町はハウス栽培が尐ない。学校給食

のためにも進めていただきたいが、ＪＡなど、取り組みはどうかとの質問に対し、

米飯給食については、桜谷小学校は調理場改築により対応できる状況だが、今後、

順次改修、改築を進めていく中で、各小学校、幼稚園で対応できればと考えている。

ハウス栽培については、現在２軒の生産者が農業委員会を通じて農林課に指導いた

だき進めているが、収穫時期など、難しい問題もあると聞いている。収穫量は尐な

いが、給食のために努力していただいているとの答弁がありました。 

 また委員より、冷凍食材には気をつけていただきたいが、特に中国産は農薬など、

心配されるが、外国産の使用はどうか。また、狂牛病やО157など、牛から出るも

のが多く、牛肉の加工品は検査ができていないと聞くが、中国産だけでなく、アメ
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リカ産も冷凍は使わない方向で考えていただきたいとの質問に対し、産地の指定は

していないので、ピーマンやブロッコリーなど、輸入食材も一部ある。食材は安全

なものを提供いただきたいと指定している。中国産については、含まれているか、

一度検査させていただく。冷凍食材については、施設により難しいところがある。

自然解凍ではなく煮沸するなど、食品の安全基準に基づき考えたいとの答弁があり

ました。 

 議長より、教育委員会に自校方式について視察に来られたことはあるのか。目的

は施設なのか、方式に重きを置いて来られたのかとの質問に対し、計２回来られ、

施設は見ておられないので、方式についての視察だと思っているとの答弁がありま

した。 

 委員より、朝食の欠食率はどうか。本年度の補正後の最終的な支出額はいくらに

なるのか。また、物価の上昇を給食費に転嫁しないのかとの質問があり、欠食率は

小学校では尐数だが、中学校では多くなる。小中学校とも個々に合った指導をして

いる。予算は１億9,800万円で、補正額が248万円で、約２億円になる。給食費は消

費税の増税で100円上げたが、10パーセントのときには改めて検討したいとの答弁

がありました。 

 委員より、新潟の三条市では牛乳をやめられたがどうかとの質問に対し、滋賀県

では全市町実施されており、廃止の動きは出ていない。栄養のバランスで牛乳は最

適であると考えているとの答弁があり、委員より、９月議会以降のランチルームの

利用はどうなっているのかとの質問に対し、念願の３年生が利用しました。来年の

１年生はできるだけランチルームで給食ができるよう、学校とも話をしているとの

答弁がありました。 

 ほかに質疑・意見なく、閉会にあたり町長より挨拶をいただき、午後３時30分に

終了いたしました。 

 以上で学校給食問題検討特別委員会委員長報告を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、企業誘致・幹線道路整備特別委員長 １番、村島茂男

君。 

１番（村島茂男君） それでは、企業誘致・幹線道路整備特別委員会の委員長報告

を行います。 

 去る12月19日午後２時より委員会室において企業誘致・幹線道路整備特別委員会

を開催。出席者は委員全員と、執行側より藤澤町長をはじめ担当課職員の出席のも

と、町長、議長の挨拶を受け、引き続き商工観光課参事、続いて建設計画課参事の

説明を受け、直ちに意見交換に入りました。 

 委員より、鳥居平工業団地への企業進出の話があるが、全国的において若者向け

のＩＴ関連等の企業誘致を優先している例はありますか。そういう企業が日野に目
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を向けてもらう可能性はどうか。また、日野高校の就職の内定状況はどうですか。

答弁として、若者向けの企業として、インターネット環境が整っている地域ではＩ

Ｔ企業関係が立地していると聞いていますが、現在のところ、そのような企業が滋

賀県内で操業されたということは聞いていません。滋賀県として、アニメーション

を制作するクリエーティブ産業を誘致したいとの意向がありますが、こちらも現在

のところ動きは聞いておりません。就職内定状況は、11月末現在で日野高等学校で

は85名の就職希望者のうち内定者は72名で内定率84.7パーセント。男子は38名中35

名で内定率92パーセント、女子は47名中37名で内定率78.7パーセントです。内定率

は昨年と変わりません。傾向としては、昨年は54名の就職希望者から、今年は非常

に多くなっており、昨年の1.57倍です。また、女子の内定率が低いことがいえます。

なお、県下高等学校の就職希望者も昨年より増え、内定率は高くなっています。県

内の公立、私立の就職希望者の90パーセントは内定が決まっているという状況です。 

 委員より、西明寺安部居線の期成同盟会への説明ですが、東近江土木事務所道路

計画課より何を説明されたのか。答弁として、道路計画課長より説明があり、調査

の目的と整備ルートは何案かは検討されますが、経済的なルートで、基本は現道を

利用した法線となります。同盟会への役員さんへは、今回の調査範囲を説明してい

ます。３月末には結果が出ますので、そこから地元への説明が始まると考えていま

す。 

 委員より、法線が設定されていませんので、現在、ルートを設定するために調査

中です。基本となるのは現道改良で、無理なところはバイパスも考えているという

ことで、３月末までに法線の設定をしていく。それに関連して、地元の調整をして

いくということになります。 

 第二工業団地内での道路補修を要望していましたが、どのような状況ですか、答

弁として、路面の性状調査の結果、佐川印刷前の道路で部分的に路面の修繕が必要

との結果が出ています。平成27年度において交付金事業の申請をしているところで

あり、交付金が要望どおりいただければ事業が進むものと考えます。 

 委員より、平成27年度事業ですか。答弁として、申請どおり予算がつけば、平成

27年度事業となります。 

 議長より、鳥居平の工業専用地域ですが、属地には説明をされたということだが、

以前から野川に排水することに対して、下流集落の問題がありました。今回の開発

協議において、下流地域への説明は当局で配慮されて、こういうことがあるのでど

うかと、何かなされているのか。答弁として、まず地元へ説明に行くようにと指導

し、下流地域の西桜谷地区にも説明は必要だと連絡しています。 

 議長より、説明されたかどうかは確認できていますか。答弁として、今のところ、

西桜谷地区への説明は行かれたということは聞いておりません。 



4-22 

 議長より、この工業団地地域の排水は野川に関係してくることから、地元は今ま

での経過から神経質になられているので、下流集落への理解が必要です。過去にお

いても白寿荘の排水が下流集落で問題となった。下流集落へ積極的に説明をすべき

です。国道307号線から東リに入る橋梁にしても、強度的に無理があり、耐震がで

きていない。当時の太平染工が製作したもの。無理が生じる可能性もあるように、

行政が知り得ている情報は正確に説明すべきである。答弁として、まだ詳細な計画

が出ていないので、出てきた時点で地元と調整させていただきます。 

 委員より、西桜谷区民は野川に対して大変敏感になっています。後手に回ればう

まくいかなくなることもあるので、早急に実施して下さい。答弁として、早急に進

めます。 

 委員より、日野徳原線の内池バイパスの進捗は順調に進んでいますか。答弁とし

て、内池バイパスは県のアクションプログラムでは前期の平成25年度から平成29年

度までに事業に着手する路線となっています。実施計画も終わっています。土木事

務所では調査費も新年度要望してもらっています。来年度には用地調査が進むのか

なと思っています。 

 委員より、内池バイパス関連で、内池の農道において通行どめ工事をされていま

すが、どのような工事ですが。答弁として、農林水産省による送水管の敷設がえ工

事をしています。工期は来年３月末の予定です。 

 ほかになく、以上で意見交換を打ち切りました。 

 14時45分、町長の閉会の挨拶をいただき、委員会を閉会しました。 

 以上をもちまして、企業誘致・幹線道路整備特別委員会の委員長報告といたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 以上をもって各委員長の報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 私は、消費税10％増税の先送りでなく中止を求める請願につ

いて、委員長報告は不採択であります。委員長報告に反対し、私は、消費税10％増
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税の先送りでなく中止を求める請願について、原案どおり賛成の立場で討論を行い

ます。 

 本年４月に、消費税が５パーセントから８パーセントに引き上げられました。国

民の消費は４月から６月にかけて一気に深刻化し、現在も落ち込んだままとされて

います。鉱工業生産においても、ここに来て16.3パーセントも低下しているともい

われています。また、７月から９月期のＧＤＰにおいても年率1.6パーセントのマ

イナスと、２期連続の大幅な後退となりました。円安による物価高と増税が重なり、

国民の多くはますます生活苦に陥っているのであります。 

 安倍内閣は、消費税10パーセントを2017年の４月まで先送りするとして、総選挙

を実施しました。そもそもこの消費税は、余りにも不公平、余りにも矛盾に満ちた、

不透明な税金であります。例えば、売り上げが1,000万円以下の事業者でも、仕入

れ税額控除といわれる売上高に係る消費税と、仕入れにかかった消費税を差し引い

て算定するので、全額国庫には入らないのであります。また、1,000万円以上5,000

万円以下の事業者には、益税といって、課税売上高の何十パーセントして計算する

みなし仕入れ率を乗じて機械的にみなすとされ、一般の消費者から見ると、一見、

消費税様々と見ることもできるが、しかし、中小業者にとっては消費税率が上がれ

ば上がるほど、転嫁できないことも実態としてあるとされています。消費税が上が

れば、親会社からは単価引き下げを強要され、原材料の高騰もあり、廃業か経営破

綻もあると強調されています。この簡易課税制度の縮小や、免税店の廃止もあると

されています。 

 消費税は、低所得者ほど負担が重く、生活への圧迫感が高いともいわれています。

今回の５パーセントから８パーセントに上げられ、年収200万円台の世帯では負担

増の対年収比では2.4パーセントといわれており、年収300万円台では2.0パーセン

ト、400万円台では1.8パーセント、500万円台では1.6パーセント、1,000万円近く

になると１パーセントと、年収が低いほど影響があらわであります。 

 この消費税は、生活保護世帯にもホームレスの人にもかかる税金です。なぜ法人

税の減税なのでしょうか。政府は、４月からの今回の消費税増税は全て社会保障に

充てられるといわれていたが、見込んだ税収が５兆円であるのに対して、社会保障

費に充てられたのが3.7兆円であります。このうち、年金等の国家負担は2.95兆円

などに使われ、結局、社会保障の充実に充てられたのはわずか１割の5,000億円で

あったともいわれております。この残りの税金は大企業減税の財源に回されるとも

いわれています。 

 このように、消費税は徹底した大企業優遇税制でもあります。消費税が大企業減

税の穴埋めに使われていること、また、１つには輸出戻し税として、トヨタ自動車

など、輸出大企業に対して下請け企業から部品代と消費税で仕入れ、この消費税が
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税務署から還付金として還付される。その額、およそ３兆2,000億円ともいわれる

が、実際には仕入れ企業、下請け企業への消費税は払っておらず、政府からの補助

金とまでいわれているのであります。 

 本年度に入り、法人にかけられていた復興特別法人税が１年早く繰り上げられ、

2014年４月から廃止されました。我々は、所得税や個人住民税の復興特別税は、

2037年までと2024年まで続くのであります。 

 まだまだありますが、最悪のケースとして、企業の人事政策までにも及んできま

す。派遣社員の導入であります。派遣会社に支払う派遣料は仕入れ価格に計上され

ます。まさしく人を物件扱いであります。このように、消費税は基本的人権をも揺

るがしかねない代物であります。 

 前述しましたように、一例をとってみても、この世に存在してはいけない税金で

あります。消費税10パーセント先送りでなく、世紀の悪税消費税を即中止すべきで

あります。国民の大多数の人は、消費税がなかったらいいのになと、多くの方が叫

んでいます。地方議会は住民の生活者の目線に立った態度を示すべきではないでし

ょうか。大いにご賛同いただきますようお願いし、私の原案賛成討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 消費税10％増税の先送りでなく中止を求める請願について、

反対の立場で討論を行います。 

 本年４月から、消費税率が８パーセントに引き上げられました。そして、政府は

来年10月に予定されていた10パーセントへの引き上げを、2017年４月に延期すると

表明をされました。 

 消費税の増税については、社会保障制度と税の一体改革の中で、今後、日本は尐

子高齢化により現役世代が減っていく一方で、高齢者は急速に増えていくと予測さ

れ、社会保障など、現役世代の負担が既に年々高くなっている現状で、現在、働く

世代が３人で１人を支えているといわれています。 

 年々増え続ける社会保障費を特定のものに負担が集中せず、国民全体で負担する

ことになるのが消費税だと思っております。また、今回の消費税の引き上げ分は、

社会保障の充実と安定に限定されています。 

 しかし、消費税は所得に関係なく同じ税率が適用されるため、低所得者の負担感

が重くなる、逆進性の問題があります。そのため、本年８パーセント引き上げ時に

は、経済的負担の影響を緩和するため、臨時的な措置として臨時福祉給付金および

子育て世帯臨時特例給付金が支給されました。先送りになった消費税率10パーセン

トへの引き上げ時には、食料品など、生活に欠かせない品目の消費税率をほかの品

目より低くする軽減税率の導入が検討されています。家計への配慮は不可欠だと思
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っております。 

 私は、今後も高齢化が進む中、国の財政を改善し、医療、年金、子育て支援など、

社会保障を持続可能にするため、消費税10パーセント増税は理解しなければならな

いのではないかと考えています。 

 以上、今回の請願に対する反対討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。議第80号から議第97号まで（八日市布引ライフ組合規約の変

更についてほか17件）については、別に反対討論がありませんので、一括採決いた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 各案に対する委員長報告は、議第80号から議第97号まで（八日市布引ライフ組合

規約の変更についてほか17件）については原案可決であります。各案は、委員長報

告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第80号から議第97号まで（八日市布引ライフ組

合規約の変更についてほか17件）については、委員長報告のとおり原案可決と決し

ました。 

 続いて、請願第15号、福祉医療費助成事業に関する請願書について採決いたしま

す。本請願に対する委員長報告は、採択であります。本案は委員長報告のとおり採

択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、請願第15号、福祉医療費助成事業に関する請願書

については、委員長報告のとおり採択と決しました。 

 続いて、請願第16号、米価下落等に関する意見書提出を求める請願について採決

いたします。本請願に対する委員長報告は、採択であります。本案は委員長報告の

とおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、請願第16号、米価下落等に関する意見書提出を求
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める請願については、委員長報告のとおり採択と決しました。 

 続いて、請願第17号、消費税10％増税の先送りでなく中止を求める請願について

採決いたします。本請願に対する委員長報告は、不採択であります。したがって、

原案について採決いたします。請願第17号、消費税10％増税の先送りでなく中止を

求める請願について、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 尐 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立尐数であります。よって、請願第17号、消費税10％増税の先送りでなく中止

を求める請願については不採択と決しました。 

 日程第３ 決議案第４号、小中学生の医療費の無料化拡充を早期に求める決議に

ついてを議題といたします。決議案の内容はお手元へ印刷・配付のとおりでありま

す。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 厚生常任委員長 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、決議案第４号、小中学生の医療費の無料化拡充を

早期に求める決議について、朗読を行い、提出案とさせていただきます。 

 内容につきましては、最近の出生率の低下傾向のため、県や市町村においても尐

子化が進んでいます。このような状況の中でだれもが安心して子どもを産み育てる

ことができる環境づくりが進められることが望ましいと思われます。子どもにとり

健康な身体を持つためには、早期発見、早期治療が重要だと思います。 

 近隣の市においても小学生の医療費の軽減や、他の市においては中学生までの医

療費の無料化の福祉医療費助成事業が開始されています。日野町においても子ども

の育ちを支援していく取り組みをより一層進め、子育てをしやすい環境を構築する

ために、小中学生の医療費の無料化に要する経費を平成27年度予算編成に組み込ま

れることを強く要望いたします。 

 以上、決議します。 

 平成26年12月25日。 

 滋賀県蒲生郡日野町議会。 

 以上、地方自治法第109条第６項の規定により決議案を提出いたしたく、各議員

の賛同をよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、
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ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 決議案第４号、小中学生の医療費の無料化拡充を早期に求める決議について、原

案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、決議案第４号、小中学生の医療費の無料化拡充を

早期に求める決議については、原案のとおり可決することに決しました。 

 日程第４ 決議案第５号、米価下落等に関する意見書決議についてを議題といた

します。決議案の内容はお手元へ印刷・配付のとおりであります。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 産業建設常任委員長 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、決議案第５号、米価下落等に関する意見書決議に

ついては、今、お手元にございます意見書案を朗読して、説明とさせていただきま

す。 

 平成26年度産米は、米の消費量が年々減尐する中で、生産や在庫の過剰基調から

米価は大幅に下落している状況である。 

 また、本県では、８月の気象が彦根地方気象台観測開始以来の日照不足と多雤と

なり、その影響で米の品質および収量が著しく低下し、11年ぶりの作柄不良となっ

たことから、稲作農家の大幅な所得低下が見込まれている。 

 農家の経営安定や食料の安定供給のためにも、米価の安定は極めて重要である。 

 ついては、担い手が安心して農業を継続できるよう過剰米を早急に市場から隔離

するとともに、所得対策の施策を講じるよう強く求める。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 平成26年12月25日。 

 滋賀県蒲生郡日野町議会。 

 なお、意見書の提出先と考えておりますのは、内閣総理大臣、財務大臣、外務大

臣、農林水産大臣、経済産業大臣であります。 

 以上、提出案といたします。よろしくご賛同のほどお願いをいたします。 
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議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 決議案第５号、米価下落等に関する意見書決議について、原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、決議案第５号、米価下落等に関する意見書決議に

ついては、原案のとおり可決することに決しました。本意見書決議は日野町議会議

長名において、政府関係機関宛てに送付いたします。 

 日程第５ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第119条の規定により、お手元へ配付の議員派遣一

覧表のとおり議員を派遣することといたしたいと思います。 

 なお、派遣の変更および緊急を要する派遣の場合は、議長において決定いたした

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、派遣についてはそのように決定いたしま

した。 

 なお、派遣された議員は、派遣結果の報告を議長までお願いいたします。 

 日程第６ 委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

 各委員長から、お手元へ印刷・配付いたしました文書表のとおり、会議規則第71

条の規定に基づき、閉会中の所管事務の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 
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議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、各委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。予算特別委員会ならびに学校給食問題検討特別委員会および

企業誘致・幹線道路整備特別委員会は、問題調査のため引き続き設置いたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、引き続き設置いたし、閉会中の調査をお

願いいたします。 

 ここで、町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今定例会におきましては、人事案件をはじめ条例の制定および改正案、平成26年

度一般会計補正予算案、各特別会計補正予算案などにつきまして慎重審議を賜り、

全議案、原案どおり可決いただきましたことに厚く御礼申し上げます。また、平成

25年度の各会計決算につきまして認定をいただき、ありがとうございました。 

 一般質問をはじめ、各委員会審議の中でいただきましたご意見、ご提言等につい

ては、今後の町政運営の中で大事な示唆をいただいたものと考えておるところでご

ざいます。 

 さて、12月14日には衆議院議員総選挙が執行されました。結果は、自民党、公明

党の与党が引き続き３分の２を維持し、民主党が増え、維新の党が減らし、共産党

が倍増いたしました。選挙では経済政策や消費税増税、原発再稼働、集団的自衛権

や沖縄問題などの課題がありましたが、投票率は戦後最低となったところでござい

ます。町村会の研修において、講師の政治評論家の方が小選挙区制と政党助成金に

問題があるのではと指摘をされておりましたが、今後も国民の民意がしっかりと反

映される、そういうような状況にならなければと、このように思います。 

 こうした中で、昨日、第３次安倍内閣が発足いたしました。地方創生がクローズ

アップされていますが、真に地方にとって役立つものとなることを祈念するところ

でございます。年明けにも政府予算が編成されるということになりますが、地方に

とって安定した財源が確保され、福祉、教育などの施策をはじめ、国民生活が豊か

になるよう望むものでございます。町といたしましては、新年度予算編成や補正予

算の状況を注視し、有用な事業についてしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 さて、今年は広島の集中豪雤、御嶽山、阿蘇山の噴火など、災害の多い年でもご

ざいました。自然の力に畏怖の念を持ち、おごることなく自然と共生する社会を築
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かなければならないと、このように思います。日野町も防災対策に引き続き力を入

れたいと考えております。 

 さて、町では今年度も各種事業に取り組み、おかげさまで着実に事業が進んでお

ります。農業体質強化基盤整備事業をはじめ、４月から第二わらべ保育園を開園い

ただき、来年１月からは町立保育所こばと園園舎が新築オープンいたします。また、

子どもの医療費補助も10月から小学３年生まで拡充することができました。大谷公

園のグラウンドゴルフ場は来年６月に完成する予定でございます。 

 また、近江日野田舎体験で、今年もたくさんの子どもたちが日野町にやって来て

くれたところでございます。また、氏郷まつり2014をはじめ、恒例の事業が町民の

皆さんや各種団体の力で元気に取り組んでいただけたことは大変うれしいことであ

り、この町の誇りであると思っております。 

 今年も上野田地先のひばり野や迫地区など、町内各地で冬の恒例イベントとなり

ましたイルミネーションが点灯されており、光の芸術を楽しまれております。この

イルミネーションのように、希望の光が広がり、来年は明るい話題が多い年になる

ことを願うものでございます。 

 また、来年は町村合併60周年をめでたく迎えさせていただくことになります。３

月15日には記念式典を実施いたします。日野町が日野町としてしっかりと歩みを進

められることはすばらしく、ありがたいことでございます。各方面でご尽力いただ

きました方々を表彰させていただきますとともに、住民の皆さんと育んできた日野

町の60周年をお祝いさせていただきたいと思います。今後も皆さんとともに歩み続

けることを確認する機会となればいいと思っております。 

 本年も余すところ１週間となりました。今年も数々の事業の実施にあたり、議員

各位はもとより、多くの町民の皆さんのご支援とご協力をいただきましたことに対

し、改めて感謝を申し上げる次第でございます。 

 年の瀬になり、寒くもなってまいりました。インフルエンザが流行の兆しを見せ

ております。議員の皆様方におかれましては、健康にご留意をいただき、ご家族お

そろいで輝かしい新年をお迎えになられますとともに、来たるべき平成27年が羊の

毛のような暖かみのある、安らかなよい年になりますことをご祈念申し上げまして、

12月議会の閉会にあたってのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

議長（杉浦和人君） 去る12月１日から本日まで、提出案件の審議に当たられまし

た議員各位のご苦労に深く感謝を申し上げます。 

 本年も余すところあとわずかとなってまいりました。一段と厳しさが増す中で、

十分ご自愛をいただきながら、平成27年の輝かしい新春をご家族おそろいでお迎え

いただきますようご祈念申し上げます。 
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 以上をもちまして本日の会議を閉じ、平成26年第６回日野町議会定例会を閉会い

たします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－閉会 １１時０８分－ 
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